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はじめに

シスコのスイッチには、ローカルの電源の他に、redundant power supply（RPS; 冗長電源）を使
用できるものがあります。 この文書では、SNMP を使用して、これらのスイッチの RPS のステ
ータスを監視する方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のハードウェアとソフトウェアのバージョンに基づいています。

CISCO-STACK-MIB をサポートするソフトウェア イメージ。これは、すべての Catalyst OS
バージョンと IOS イメージでサポートされています。

●

CISCO-C2900-MIB をサポートするソフトウェア イメージ。これは、Cat2900XL、
Cat3500XL ファミリ、および IOS イメージのスイッチ用のすべてのソフトウェア イメージ
でサポートされています。

●

RPS 300●

RPS 600●

注: この文書の内容は、スイッチだけに適用されるものであり、ルータには適用されません。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Mibbrowser/mibinfo.pl?mn=CISCO-STACK-MIB&vi=true
http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Mibbrowser/mibinfo.pl?mn=CISCO-STACK-MIB&vi=true
http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Mibbrowser/mibinfo.pl?mn=CISCO-C2900-MIB&vi=true
http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Mibbrowser/mibinfo.pl?mn=CISCO-C2900-MIB&vi=true
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/power_supplies/rps300/compatibility/RPScomp.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps259/products_data_sheet09186a0080091b4f.html


表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

背景説明

現在のところ、RPS デバイスからはステータスの変更を知らせるトラップや syslog メッセージ
が送られていない場合でも、 RPS が装着されているスイッチから次の MIB オブジェクトのいず
れかを読み取ることによって、そのステータスを追跡できます。

CISCO-STACK-MIB をサポートしているスイッチの場合、該当するオブジェクトは
chassisPs2Status（1.3.6.1.4.1.9.5.1.2.7）
chassisPs2Status OBJECT-TYPE

        SYNTAX        INTEGER {

                                other(1),       -- none of the following

                                ok(2),          -- status ok

                                minorFault(3),  -- minor problem

                                majorFault(4)   -- major problem

                                }

        MAX-ACCESS    read-only

        STATUS        current

        DESCRIPTION   "Status of power supply number 2. If the status is

                      not ok, the value of chassisPs2TestResult gives

                      more detailed information about the power supply's

                      failure condition(s)."

        ::= { chassisGrp 7 }

●

CISCO-2900-MIB をサポートしているスイッチの場合、該当するオブジェクトは
c2900InfoRedunantPowerSupplyInfo（1.3.6.1.4.1.9.9.87.1.1.9）
c2900InfoRedunantPowerSupplyInfo OBJECT-TYPE

     SYNTAX  INTEGER {

             absent(1),

             connectedFunctional(2),

             connectedNotFunctional(3),

             functionalPrimaryFailed(4)

            }

     MAX-ACCESS  read-only

     STATUS current

     DESCRIPTION

            "The switch allows a redundant power supply in addition

             to its local power supply. Only one power source can be

             supplying power to a unit.

             absent(1) :the redundant power supply is not connected

                        to the switch.

             connectedFunctional(2) : the redundant power supply is

                       connected to the switch and operational.

             connectedNotFunctional(3): the redundant power supply

                       is connected to the switch, but cannot supply

                       power to the system.

             functionalPrimaryFailed(4): the redundant power supply

                       is installed, powered on, and operational,

                       but a failure exists in the local power

                       supply system."

●

/c/ja_jp/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html
http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Mibbrowser/mibinfo.pl?mn=CISCO-STACK-MIB
http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Mibbrowser/unity.pl?f=Translate&g=chassisPs2Status&submit=Translate
http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Mibbrowser/unity.pl?f=Translate&g=chassisPs2Status&submit=Translate
http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Mibbrowser/mibinfo.pl?mn=CISCO-C2900-MIB
http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Mibbrowser/unity.pl?f=Translate&g=c2900InfoRedunantPowerSupplyInfo&submit=Translate
http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Mibbrowser/unity.pl?f=Translate&g=c2900InfoRedunantPowerSupplyInfo&submit=Translate


   

     ::= { c2900SysInfo 9 }

RMON アラームとイベント グループを使用すると、指定された管理ステーションへ SNMP トラ
ップ形式でアラームを送るように、スイッチを設定できます。

CISCO-STACK-MIB をサポートするスイッチでのステータス ト
ラップの設定変更

CISCO-STACK-MIB をサポートしているスイッチで、RPS のステータスが ok(2) から
majorFault(4) に変化した場合に、NMS ステーションへ SNMP トラップとして転送される RMON
イベントを取得するには、次のコマンドを設定します。

rmon event 65 trap public description "RPS is not ready" owner yourname

rmon event 66 trap public description "RPS is ready" owner yourname

rmon alarm 222 1.3.6.1.4.1.9.5.1.2.7.0 10

   absolute rising-threshold 4 65 falling-threshold 2 66 owner yourname

CISCO-C2900-MIB をサポートするスイッチでのステータス ト
ラップの設定変更

CISCO-C2900-MIB をサポートしているスイッチで、RPS のステータスが
connectedFunctional(2) から absent(1) に変化した場合に、NMS ステーションへトラップとして
転送される RMON イベントを取得するには、次のコマンドを設定します。

rmon event 67 trap public description "RPS not ready" owner yourname

rmon event 68 trap public description "RPS ready" owner yourname

rmon alarm 444 1.3.6.1.4.1.9.9.87.1.1.9.0 5

   absolute rising-threshold 2 68 falling-threshold 1 67 owner yourname

関連情報

コマンドライン インターフェイス（CLI）からの RMON アラームおよびイベント セッティ
ング設定

●

テクニカルサポート - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/warp/public/477/RMON/18.html?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/warp/public/477/RMON/18.html?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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